企業年金基金一覧（基金型）
令和元年7月１日現在
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名
称
ＫＤＤＩ企業年金基金
コーセー企業年金基金
いすゞ自動車企業年金基金
日立企業年金基金
日本ユニシス企業年金基金
パレット企業年金基金
セコム企業年金基金
大京企業年金基金
昭和産業企業年金基金
ＹＫＫ企業年金基金
東京會舘企業年金基金
ＮＥＣ企業年金基金
三菱電機企業年金基金
オリンパス企業年金基金
アフラック企業年金基金
サッポロビール企業年金基金
三菱鉛筆企業年金基金
東芝企業年金基金
日新製鋼企業年金基金
文化シヤッター企業年金基金
東京製綱企業年金基金
旭化成ホームズ企業年金基金
伊藤忠企業年金基金
三井物産企業年金基金
日鉄物流企業年金基金
花王グループ企業年金基金
ニチアス企業年金基金
内田洋行企業年金基金
ＪＶＣケンウッド企業年金基金
セイコーエプソン企業年金基金
レンタルのニッケン企業年金基金
サンケン電気企業年金基金
フジクラ企業年金基金
日本空港ビルデング企業年金基金
アンリツ企業年金基金
サンリオ企業年金基金
ユーコープ企業年金基金
亀田製菓企業年金基金
不動テトラ企業年金基金
イトキン企業年金基金

法人番号
法人番号8700150075796
法人番号4700150003661
法人番号3700150007283
法人番号3700150003373
法人番号3700150010824
法人番号9700150009885
法人番号2700150008324
法人番号8700150008376
法人番号2700150068046
法人番号6700150067977
法人番号9700150069830
法人番号9700150005471
法人番号1700150002690
法人番号6700150069008
法人番号6700150067952
法人番号2700150008290
法人番号6700150068001
法人番号9700150072999
法人番号4700150069711
法人番号6700150006927
法人番号5700150068019
法人番号5700150068035
法人番号6700150006613
法人番号1700150002708
法人番号4700150068993
法人番号6700150069016
法人番号7700150004293
法人番号4700150004057
法人番号2700150011022
法人番号1700150021369
法人番号9700150016907
法人番号2700150068005
法人番号8700150070582
法人番号9700150067966
法人番号4700150069018
法人番号7700150069015
法人番号6700150073364
法人番号4700150067954

所在地
東京都千代田区飯田橋3-10-10
東京都中央区日本橋茅場町1-9-4
東京都品川区南大井6-24-9
東京都千代田区神田練塀町3番地
東京都江東区豊洲1-1-1
東京都豊島区南池袋2-15-3
東京都渋谷区神宮前1-5-1
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-18
東京都千代田区内神田2-2-1
東京都千代田区神田和泉町１
東京都中央区八丁堀2-25-10
東京都港区芝2-31-25
東京都千代田区丸の内2-2-3
東京都新宿区西新宿2-3-1
東京都調布市小島町２丁目３３番２号
東京都渋谷区恵比寿4-20-1
東京都品川区東大井５－２３－３７
神奈川県川崎市川崎区日進町７－１
東京都千代田区丸の内3-4-1
東京都文京区西片１丁目17番3号
東京都中央区日本橋3-6-2
東京都千代田区神田神保町１丁目１０５番地
東京都港区北青山2-5-1
東京都千代田区大手町1-3-7
東京都中央区日本橋1-13-1
東京都中央区日本橋茅場町１丁目１４番１０号
東京都中央区八丁堀1-6-1
東京都中央区新川2丁目12番15号
東京都八王子市石川町2967番地3
長野県諏訪市湖岸通り1-16-2
東京都千代田区永田町2-14-2
埼玉県新座市北野3-6-3
東京都江東区木場1-5-1
東京都大田区羽田空港3-3-2
神奈川県厚木市恩名5-1-1
東京都品川区大崎1丁目11番1号
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8
新潟県新潟市江南区亀田工業団地3-1-1
東京都中央区日本橋小網町9-9
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-1-1

ガーデンエアタワー6Ｆ
長寿ビル8階
興産大森ビル3階
ＡＫＳビル
前田ビル9階

ＮＥＣ別館4階

川崎日進町ビル14階

日本橋フロント
神保町三井ビルディング７階
日本経済新聞社東京本社ビル8階

日石横浜ビル

※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)
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名
称
NSD企業年金基金
武蔵野銀行企業年金基金
ヤマトグループ企業年金基金
大日精化企業年金基金
バルカー企業年金基金
東亜建設工業企業年金基金
渡辺パイプ企業年金基金
日東紡企業年金基金
筑波銀行企業年金基金
キヤノン電子企業年金基金
キヤノン・コンポーネンツ企業年金基金
出光企業年金基金
プリマハム企業年金基金
東洋インキ企業年金基金
キユーピー企業年金基金
ぺんてる企業年金基金
テルモ企業年金基金
東武流通企業年金基金
山崎製パン企業年金基金
日立化成企業年金基金
メルシャン企業年金基金
トプコン企業年金基金
キヤノン企業年金基金
サクサ企業年金基金
富士電機企業年金基金
東光高岳企業年金基金
協和キリン企業年金基金
ＳＭＫ企業年金基金
ＬＩＸＩＬ企業年金基金
三井住友海上企業年金基金
オリエントコーポレーション企業年金基金
三菱ＵＦＪニコス企業年金基金
ＳＣＳＫ企業年金基金
ＡＩＧ企業年金基金
ＮＥＣネッツエスアイ企業年金基金
住友林業グループ企業年金基金
キヤノンアネルバ企業年金基金
船場企業年金基金
日比谷花壇グループ企業年金基金
ＫＩホールディングス企業年金基金
アマダ企業年金基金
ミツトヨ企業年金基金
北越銀行企業年金基金

法人番号
法人番号1700150069045
法人番号6700150017049
法人番号5700150069108
法人番号7700150003741
法人番号9700150007427
法人番号1700150070317
法人番号5700150068076
法人番号1700150068872
法人番号1700150018687
法人番号4700150069042
法人番号2700150067980
法人番号4700150067962
法人番号4700150007456
法人番号1700150068014
法人番号4700150069001
法人番号4700150070405
法人番号5700150008437
法人番号3700150009940
法人番号6700150003420
法人番号1700150069706
法人番号8700150068040
法人番号8700150067983
法人番号9700150068873
法人番号1700150068063
法人番号7700150069089
法人番号6700150010771
法人番号2700150067997
法人番号3700150069092
法人番号9700150069129
法人番号9700150066828
法人番号2700150069102
法人番号4700150066832
法人番号1700150066843
法人番号1700150010405
法人番号8700150068024
法人番号8700150067942
法人番号3700150069167
法人番号1700150069185
法人番号5700150069859
法人番号9700150067974
法人番号5700150068051
法人番号4700150067995
法人番号9700150022681

所在地
東京都千代田区神田淡路町2-105
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-30
東京都中央区銀座2-12-18
東京都中央区日本橋馬喰町1-7-6
東京都品川区大崎2-1-1
東京都新宿区西新宿３-７-１
東京都中央区築地5-6-10
東京都千代田区麹町2-4-1
茨城県つくば市竹園1-7
埼玉県秩父市下影森1248
埼玉県児玉郡上里町七本木3461番地１
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6
東京都品川区東大井3-17-4
東京都中央区京橋2-2-1
東京都調布市仙川町2-5-7
東京都中央区日本橋兜町1-10
東京都新宿区西新宿3-20-2
東京都豊島区西池袋１－１５－２
東京都千代田区岩本町3-8-16
東京都千代田区丸の内1-9-2
東京都中野区中野四丁目10番2号
東京都板橋区蓮沼町74番6号
東京都大田区下丸子3丁目30番2号
神奈川県相模原市中央区宮下3-14-15
東京都品川区大崎1-11-2
東京都江東区豊洲5－6－36
東京都中野区中野四丁目10番２号
東京都品川区戸越6丁目5番5号
東京都江東区亀戸1-5-7
東京都千代田区神田駿河台3-9
東京都千代田区麹町五丁目２番地１
東京都文京区本郷3-33-5
東京都江東区豊洲3-2-20
東京都墨田区錦糸3-2-1
東京都文京区後楽2-6-1
東京都千代田区大手町1-3-2
神奈川県川崎市麻生区栗木2-5-1
東京都港区芝浦一丁目2番3号
東京都港区南麻布１丁目6番30号
神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地
神奈川県伊勢原市石田200
神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1
新潟県長岡市今朝白1-9-20

Think Park Tower 24階

麹町大通りビル

ワールドビジネスガーデン17Ｆ

東京オペラシティ―タワー

中野セントラルパークサウス

中野セントラルパークサウス
日鐵ＮＤタワー2階

本郷ﾋﾞﾙ9階
アルカイースト5F

※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

名
称
セゾン情報システムズ企業年金基金
京葉銀行企業年金基金
日本ケミコン企業年金基金
キーコーヒー企業年金基金
丸紅企業年金基金
富士ソフト企業年金基金
イオン企業年金基金
いなげや企業年金基金
パルコ企業年金基金
日鉄物産企業年金基金
東プレ企業年金基金
大光銀行企業年金基金
ライオン企業年金基金
三菱電機エンジニアリング企業年金基金
日新企業年金基金
ユニ・チャーム企業年金基金
キッセイ企業年金基金
ＮＯＫ第二企業年金基金
カスミ企業年金基金
千葉銀行企業年金基金
アルプス電気企業年金基金
ＮＯＫ第一企業年金基金
セブン＆アイ・ホールディングス企業年金基金
三和シヤッター企業年金基金
日立キャピタル企業年金基金
セントラル警備保障企業年金基金
マックス企業年金基金
コダック企業年金基金
KTグループ企業年金基金
横浜銀行企業年金基金
河西工業企業年金基金
ティラド企業年金基金
日立ハイテクノロジーズ企業年金基金
ファイザー企業年金基金
工機ホールディングス企業年金基金
東和銀行企業年金基金
三井精機工業企業年金基金
ＴＤＫ企業年金基金
ジェイティービー企業年金基金
日立建機企業年金基金
ＤＩＣ企業年金基金
ヤクルト企業年金基金
凸版印刷企業年金基金

法人番号
法人番号9700150067990 東京都港区赤坂1-8-1
法人番号3700150014833 千葉県千葉市中央区千葉港5-45
法人番号3700150010980 東京都青梅市東青梅1-7-6
東京都港区西新橋2-34-4
法人番号1700150003400 東京都千代田区一ツ橋2-5-5
法人番号1700150068022 神奈川県鎌倉市岡本二丁目13番18号
法人番号3700150069159 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
法人番号7700150011471 東京都立川市栄町6-1-1
法人番号4700150066849 東京都渋谷区神泉町8-16
法人番号5700150066848 東京都港区赤坂八丁目5番27号
法人番号3700150068986 神奈川県相模原市中央区南橋本3-2-25
法人番号7700150069700 新潟県長岡市東坂之上町1-2-3
法人番号5700150010500 東京都墨田区本所1-3-7
法人番号4700150075569 東京都千代田区九段北1-13-5
法人番号8700150012295 神奈川県横浜市中区尾上町6-81
法人番号1700150005371 東京都港区高輪3-25-23
法人番号3700150067955 長野県松本市芳野19番48号
法人番号7700150069147 東京都港区三田3丁目13番12号
法人番号2700150068062 茨城県つくば市西大橋599-1
法人番号5700150068976 千葉県千葉市中央区千葉港1-2
法人番号1700150067998 東京都大田区雪谷大塚町1-7
法人番号4700150069133 東京都港区三田3丁目13番12号
法人番号2700150066867 東京都千代田区二番町8-8
法人番号7700150068033 東京都板橋区新河岸2-3-5
法人番号2700150069060 東京都港区西新橋1-3-1
法人番号9700150067982 東京都文京区本駒込2-28-8
法人番号8700150069055 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
法人番号5700150067945 東京都品川区東品川4-10-3
法人番号1700150012888 神奈川県横浜市神奈川区栄町7-1
法人番号8700150012270 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1
法人番号2700150069861 神奈川県高座郡寒川町宮山3316
法人番号9700150070243 神奈川県秦野市曽屋937
法人番号3700150069118 東京都港区西新橋1-24-14
法人番号7700150068058 東京都渋谷区代々木3-22-7
法人番号5700150018403 茨城県ひたちなか市武田1060
法人番号1700150069037 群馬県前橋市本町2-12-6
法人番号3700150072906 埼玉県比企郡川島町八幡6-13
法人番号5700150067961 東京都中央区日本橋２－５－１
法人番号3700150007416 東京都品川区東品川2-3-11
法人番号9700150069681 東京都台東区東上野2-16-1
法人番号4700150003760 東京都中央区日本橋三丁目7番20号
法人番号2700150005528 東京都港区新橋5-13-5
法人番号2700150007128 東京都台東区台東1-13-1

所在地

西新橋スクエア

ディーアイシービル
新橋MCVビル4階
※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)
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130
131
132
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134
135
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137
138
139
140
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144
145
146
147
148
149
150
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

名
称
三菱商事企業年金基金
ＡＮＡ企業年金基金
アドバンテスト企業年金基金
全国労働金庫企業年金基金
明電舎企業年金基金
リンテック企業年金基金
田島ルーフィング企業年金基金
日本コムシス企業年金基金
八十二銀行企業年金基金
キリンビール企業年金基金
パイオニア企業年金基金
日本化学工業企業年金基金
三菱ＵＦＪ銀行企業年金基金
キリンビバレッジ企業年金基金
みらかグループ企業年金基金
吉野工業所企業年金基金
三菱電機システムサービス企業年金基金
ジェーシービー企業年金基金
フクダグループ企業年金基金
オリックスグループ企業年金基金
あいおいニッセイ同和企業年金基金
曙ブレーキ工業企業年金基金
エーザイ企業年金基金
北興化学企業年金基金
常陽銀行企業年金基金
勝又企業年金基金
鬼怒川ゴム企業年金基金
亀田総合病院グループ企業年金基金
第一三共グループ企業年金基金
松井建設企業年金基金
キョーリン企業年金基金
ＯＫＩ企業年金基金
日本製紙企業年金基金
三菱製鋼企業年金基金
カルソニックカンセイ企業年金基金
日立国際電気企業年金基金
ジャックス企業年金基金
本間ゴルフ企業年金基金
東京エレクトロン企業年金基金
あおぞら銀行企業年金基金
近畿日本ツーリスト企業年金基金
日本発条企業年金基金
東京応化工業企業年金基金

法人番号
法人番号8700150002692
法人番号2700150069127
法人番号9700150069087
法人番号3700150003225
法人番号2700150067956
法人番号2700150068070
法人番号8700150069682
法人番号9700150069194
法人番号1700150068996
法人番号6700150069049
法人番号4700150013504
法人番号3700150070579
法人番号6700150068042
法人番号2700150069168
法人番号8700150010885
法人番号3700150007829
法人番号1700150006337
法人番号3700150069134
法人番号3700150066833
法人番号9700150073262
法人番号1700150069103
法人番号8700150067975
法人番号5700150003883
法人番号1700150018200
法人番号8700150069179
法人番号7700150075467
法人番号3700150014825
法人番号6700150003742
法人番号4700150069182
法人番号4700150003158
法人番号2700150004570
法人番号8700150073354
法人番号9700150068972
法人番号3700150016978
法人番号6700150069073
法人番号2700150069093
法人番号3700150006500
法人番号7700150068066
法人番号3700150067963
法人番号5700150069090
法人番号1700150073311
法人番号7700150013658

所在地
東京都千代田区丸の内2-3-1
東京都港区東新橋1-5-2
東京都豊島区東池袋3-9-10
東京都千代田区神田駿河台1-2-5
東京都品川区大崎2-8-1
東京都板橋区本町23-23
東京都千代田区岩本町3-11-13
東京都品川区東五反田2-17-1
長野県長野市大字中御所字岡田178-8
東京都中野区中野4－10－2
東京都文京区本駒込2-28-8
東京都江東区亀戸9-11-1
東京都千代田区丸の内１－４－５
東京都中野区中野4-10-2
東京都日野市新町5-5-19
東京都江東区大島3-2-6
東京都世田谷区池尻3-10-3
東京都港区南青山5-1-22
新潟県新潟市中央区一番堀通町3-10
東京都港区浜松町2-4-1
東京都渋谷区恵比寿1-28-1
埼玉県羽生市東5-8-3
東京都文京区小石川4-6-10
東京都中央区日本橋本町1-5-4
茨城県水戸市三の丸1-5-18
千葉県千葉市中央区本町2-2-10
千葉県千葉市稲毛区長沼町330
千葉県千葉市中央区本千葉町3-1
東京都中央区日本橋本町3-5-1
東京都中央区新川1-17-22
東京都千代田区神田駿河台4-6
東京都港区芝浦4丁目11番15号
東京都千代田区神田駿河台4-6
東京都中央区新富1-15-4
埼玉県さいたま市北区日進町2-1917
東京都小平市御幸町32
東京都品川区上大崎2丁目25番2号
東京都港区六本木6-10-1
東京都府中市住吉町二丁目30番7号
東京都千代田区麹町6-1-1
東京都新宿区西新宿８－１４－２４
神奈川県横浜市金沢区福浦3-10
神奈川県川崎市中原区中丸子150

池袋FNビル
駿河台ビル

文京グリーンコート

世界貿易センタービル20F

六本木ヒルズ森タワー35階

※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

名
称
ソニー企業年金基金
エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス企業年金基金
リケン企業年金基金
栃木銀行企業年金基金
中村屋企業年金基金
三菱電機ビルテクノサービス企業年金基金
大日本印刷企業年金基金
カシオ企業年金基金
前田建設工業企業年金基金
菱電商事企業年金基金
アステラス企業年金基金
ＢＩＪ企業年金基金
資生堂企業年金基金
第四銀行企業年金基金
みずほ企業年金基金
ミクニ企業年金基金
ジーシー企業年金基金
群馬銀行企業年金基金
ミツバ企業年金基金
千葉興業銀行企業年金基金
ティエフケー企業年金基金
きらぼし銀行企業年金基金
綜合警備保障企業年金基金
明治グループ企業年金基金
ブリヂストン企業年金基金
都市ガス企業年金基金
日生協企業年金基金
商工中金企業年金基金
日清オイリオグループ企業年金基金
朝信企業年金基金
ジャパンビバレッジ企業年金基金
日本ハム企業年金基金
アプラス企業年金基金
日産連合企業年金基金
タムラ製作所企業年金基金
東洋建設企業年金基金
馬淵企業年金基金
コロナ企業年金基金
大正製薬グループ企業年金基金
ホンダ企業年金基金
ＡＧＣ企業年金基金
味の素ＡＧＦ企業年金基金
ハイウェイ・トール・システム企業年金基金

法人番号
法人番号8700150067950
法人番号7700150069163
法人番号3700150069828
法人番号4700150019113
法人番号9700150072165
法人番号5700150069710
法人番号1700150067957
法人番号8700150008203
法人番号2700150073310
法人番号3700150070232
法人番号5700150067994
法人番号2700150076008
法人番号7700150067968
法人番号3700150022258
法人番号2700150002962
法人番号6700150076573
法人番号8700150070590
法人番号7700150019861
法人番号4700150020566
法人番号7700150069031
法人番号2700150015411
法人番号7700150006298
法人番号3700150006608
法人番号6700150066855
法人番号6700150069172
法人番号8700150005068
法人番号5700150008511
法人番号1700150004150
法人番号6700150004278
法人番号4700150073572
法人番号2700150005676
法人番号1700150007426
法人番号4700150005583
法人番号7700150012081
法人番号8700150009705
法人番号5700150070420
法人番号7700150075797
法人番号1700150022615
法人番号9700150068072
法人番号2700150006303
法人番号4700150068985
法人番号9700150070318
法人番号3700150069043

所在地
東京都港区港南１－７－１
神奈川県川崎市川崎区日進町1-14
東京都千代田区三番町8-1
栃木県宇都宮市西2-1-18
東京都渋谷区笹塚1-50-19
東京都荒川区荒川7-19-1
東京都新宿区市谷左内町31番2号
東京都渋谷区本町１－６－２
東京都千代田区飯田橋3丁目11番18号
東京都豊島区東池袋3-15-15
東京都中央区日本橋本町2-5-1
東京都品川区大崎2-1-1
東京都港区東新橋1-5-2
新潟県新潟市中央区本町通5-224-1
東京都千代田区内幸町1-1-5
神奈川県小田原市久野2480
東京都文京区本郷3-2-14
群馬県前橋市元総社町194
群馬県桐生市錦町2-2-14
千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2
千葉県成田市古込141
東京都港区南青山3-10-43
東京都港区元赤坂1-1-2
東京都中央区京橋2-7-19
東京都中央区八重洲一丁目6番6号
東京都港区虎ノ門1-15-12
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-9
東京都中央区八重洲2-10-17
東京都中央区新川1-23-1
東京都品川区西五反田1-30-2
東京都新宿区内藤町87
東京都品川区大崎２－１－１
東京都中央区日本橋室町２－４－３
神奈川県横浜市西区高島2-6-32
東京都練馬区東大泉1-19-43
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神奈川県横浜市南区花之木町2-26
新潟県三条市東新保7-7
東京都豊島区高田3-26-3
東京都港区南青山2-1-1
東京都千代田区丸の内1-5-1
東京都渋谷区初台一丁目51番1号
東京都中央区日本橋大伝馬町14-1

キューブ川崎ビル7階

ＤＮＰ市谷左内町ビル

赤坂ライオンズビル７階

※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

名
称
キリングループロジスティクス企業年金基金
長谷工企業年金基金
中外製薬企業年金基金
東光企業年金基金
片倉企業年金基金
三井住友銀行企業年金基金
全国日産自動車販売企業年金基金
タイトー企業年金基金
富士通企業年金基金
三菱プレシジョン企業年金基金
山梨中央銀行企業年金基金
三菱電機ロジスティクス企業年金基金
東京海上日動企業年金基金
西友グループ企業年金基金
サンケングループ企業年金基金
日本金属企業年金基金
ゼロ企業年金基金
足利銀行企業年金基金
創聖企業年金基金
三愛石油企業年金基金
リケンテクノス企業年金基金
ナイスグループ企業年金基金
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス企業年金基金
ルネサス企業年金基金
ＪＡＬグループ企業年金基金
丹青社企業年金基金
いすゞ自動車販売企業年金基金
全国信用金庫連合企業年金基金
東京スバル企業年金基金
鷺宮企業年金基金
三菱電機グループ企業年金基金
山日ＹＢＳ企業年金基金
公認会計士企業年金基金
エヌ・ティ・ティ企業年金基金
三菱化工機企業年金基金
日本トラスティ・サービス信託銀行企業年金基金
関東信越税協連企業年金基金
ＪＡＬグランドサービス企業年金基金
市光企業年金基金
東京ガス工事企業年金基金
三井住友信託銀行企業年金基金
ＪＡＬ企業年金基金
紀文企業年金基金

法人番号
法人番号3700150070216
法人番号7700150070773
法人番号9700150010018
法人番号4700150069190
法人番号3700150004099
法人番号2700150068871
法人番号6700150012082
法人番号8700150008946
法人番号4700150013702
法人番号9700150069178
法人番号6700150068983
法人番号8700150075359
法人番号8700150003014
法人番号5700150009823
法人番号3700150069704
法人番号2700150069003
法人番号3700150069051
法人番号6700150019210
法人番号3700150005709
法人番号3700150069175
法人番号7700150003915
法人番号6700150013361
法人番号8700150070806
法人番号7700150069064
法人番号3700150007333
法人番号3700150069126
法人番号6700150007504
法人番号6700150004204
法人番号1700150006873
法人番号3700150068012
法人番号1700150070234
法人番号2700150000710
法人番号9700150003112
法人番号2700150070217
法人番号3700150067996
法人番号1700150072412
法人番号8700150066829
法人番号9700150014209
法人番号3700150007507
法人番号5700150066831
法人番号5700150007414
法人番号1700150004646

所在地
東京都中野区中野4-10-2
東京都港区芝2-32-1
東京都北区浮間5-5-1
埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷18番地
東京都中央区明石町6-4
東京都千代田区大手町1-5-1
神奈川県横浜市西区高島2-6-32
東京都新宿区新宿6-27-30
神奈川県川崎市中原区小杉町3-264-3
神奈川県鎌倉市上町屋345
山梨県甲府市丸の内1-20-8
東京都渋谷区笹塚2-1-6
東京都千代田区丸の内1-2-1
東京都豊島区南池袋2-15-3
埼玉県新座市北野3-6-3
東京都港区芝5-30-7
神奈川県川崎市幸区堀川町580
栃木県宇都宮市桜4-1-25
東京都新宿区信濃町32
東京都品川区東大井5-22-5
東京都千代田区神田淡路町2-101
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1
東京都中央区銀座4-12-15
東京都江東区豊洲3-2-24
東京都品川区東品川2-4-11
東京都港区港南１丁目2番70号
東京都品川区南大井6-25-14
東京都中央区京橋3-8-1
東京都文京区本郷2-13-11
東京都新宿区大久保3丁目8番2号
東京都千代田区丸の内2-2-3
山梨県甲府市北口2-6-10
東京都千代田区九段南4-3-13
東京都千代田区内神田3-6-2
神奈川県川崎市川崎区宮前町1-2
東京都中央区晴海1-8-11
東京都新宿区西新宿1-6-1
東京都大田区羽田空港三丁目3番2号
神奈川県伊勢原市板戸80
東京都品川区西五反田2丁目19番3号
東京都港区芝3-33-1
東京都品川区東品川2-4-11
東京都港区海岸2-1-7

中野セントラルパークサウス

前田ビル9階

ソリッドスクエア西館6階

野村不動産天王洲ビル
品川シーズンテラス19・20階
ＯＳＫビル８Ｆ

新宿ガーデンタワー22階

第一生命ビル4階
野村不動産天王洲ビル
※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

名
称
ＡＮＴ企業年金基金
日野グループ企業年金基金
スタンレー企業年金基金
日本出版産業企業年金基金
ジェイ・エス・ケイ企業年金基金
ベネフィット・ワン企業年金基金
丸紅連合企業年金基金
日本ヒューレット・パッカード企業年金基金
ＴＴＧ企業年金基金
ＳＭＣ企業年金基金
日本経済新聞企業年金基金
全国信用組合連合企業年金基金
朝日新聞企業年金基金
日本政策投資銀行企業年金基金
マルハニチロ企業年金基金
味の素企業年金基金
三菱ＵＦＪ信託銀行企業年金基金
全労済グループ企業年金基金
セガ企業年金基金
日本飛行機企業年金基金
田中貴金属グループ企業年金基金
伊藤忠連合企業年金基金
電興企業年金基金
東横イングループ企業年金基金
ＭＵＴＯＨ企業年金基金
虎屋企業年金基金
ヤマザキ・サングループ企業年金基金
ユニマット企業年金基金
群馬県自動車販売企業年金基金
極洋企業年金基金
全日空商事企業年金基金
公庫企業年金基金
八千代工業企業年金基金
千葉県病院企業年金基金
三井物産連合企業年金基金
さくらグループ企業年金基金
経済産業関係法人企業年金基金
日本造園企業年金基金
情報サービス企業年金基金
全環境企業年金基金
日本熱機器工業企業年金基金
関東北陸信越自動車整備企業年金基金
日本ＩＴソフトウェア企業年金基金

所在地
法人番号
法人番号3700150076691 神奈川県横浜市中区尾上町1-6
法人番号2700150066834 東京都港区新橋5-18-1
法人番号7700150067984 東京都目黒区中目黒2-9-13
東京都千代田区神田神保町１丁目３２番地
法人番号5700150075568 東京都港区虎ノ門1－8－11
法人番号8700150068073 東京都千代田区大手町二丁目6番2号
法人番号2700150003399 東京都千代田区一ツ橋2丁目5番5号
法人番号3700150069068 東京都江東区大島2-2-1
法人番号4700150005030 東京都港区港南2-13-31
法人番号4700150003109 東京都千代田区外神田4丁目14番１号
法人番号6700150002991 東京都千代田区大手町1-3-7
法人番号2700150004182 東京都中央区京橋1-9-1
法人番号5700150004386 東京都中央区築地5丁目3番2号
法人番号9700150069005 東京都千代田区大手町1-9-6
法人番号6700150069684 東京都江東区豊洲3丁目2番20号
法人番号9700150070441 東京都中央区京橋1-19-5
法人番号7700150068982 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
法人番号9700150008706 東京都渋谷区代々木2-12-10
法人番号8700150070236 東京都品川区西品川1丁目1番1号
法人番号3700150068020 神奈川県横浜市金沢区昭和町3175
法人番号6700150001110 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号
法人番号5700150004007 東京都中央区日本橋大伝馬町14-1
法人番号6700150004451 東京都中央区八重洲2-11-2
法人番号6700150008485 東京都港区元麻布3-12-3
法人番号5700150007819 東京都世田谷区池尻3丁目1番3号
法人番号9700150069021 東京都港区元赤坂1-2-7
法人番号9700150003418 東京都千代田区岩本町3丁目8番16号
法人番号4700150006540 東京都港区南青山2丁目19番1号
法人番号6700150020036 群馬県前橋市野中町564
法人番号3700150077731 東京都港区赤坂三丁目3番3号
法人番号7700150004938 東京都港区東新橋一丁目5番2号
法人番号2700150002913 東京都千代田区大手町1丁目9番4号
法人番号3700150017497 埼玉県狭山市柏原393番地
法人番号1700150014884 千葉県千葉市中央区千葉港7-1
法人番号1700150003458 東京都中央区日本橋本町1-9-13
法人番号8700150011784 東京都府中市府中町1丁目7番地の2
法人番号9700150004746 東京都港区虎ノ門2丁目2番5号
法人番号3700150009874 東京都豊島区東池袋１丁目42番14号
法人番号9700150012022 神奈川県横浜市西区北幸2-10-39
法人番号6700150014855 千葉県千葉市中央区中央3-10-4
法人番号1700150003508 東京都千代田区神田多町2-11
法人番号7700150067547 長野県長野市西和田一丁目35番2号
法人番号7700150068512 東京都港区赤坂2-5-7

神奈川県トラック共済会館内

品川NSSビル８階
秋葉原UDX15階

味の素コミュニケーションズ京橋ビル

住友不動産大崎ガーデンタワー
東京ビルディング22階
日本橋大伝馬町ビル
城辺橋相互ビル5階

赤坂Ｋタワー7階
NOF神田岩本町ビル4F
シティヤマザキビル3F

汐留シティセンター

ホテルニューツカモト3階
日本橋本町1丁目ビル5階

日総第5ビル9階

NIKKEN赤坂ビル

※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

名
称
観光産業企業年金基金
全国塗料企業年金基金
東京都電機企業年金基金
全国クリーニング業企業年金基金
日本広告業企業年金基金
全国新聞業企業年金基金
全国卸商業団地企業年金基金
マツダ販売企業年金基金
総合すまいる企業年金基金
非破壊検査業企業年金基金
全国システムハウス業企業年金基金
全国製紙原料企業年金基金
印刷工業企業年金基金
農業機械販売企業年金基金
みらい企業年金基金
G&E企業年金基金
社会保険支払基金企業年金基金
群馬県病院企業年金基金
日本建設機械レンタル企業年金基金
東京建築設計企業年金基金
全国情報通信企業年金基金
栃木トヨペットグループ企業年金基金
全国印刷製本包装機械企業年金基金
空調衛生企業年金基金
アジレント・テクノロジー企業年金基金
キーサイト・テクノロジー企業年金基金
日本冷凍食品企業年金基金
ミドリ安全企業年金基金
建設コンサルタンツ企業年金基金
日本ハム・ソーセージ工業企業年金基金
新潟トヨタ自動車連合企業年金基金
全国そうごう企業年金基金
運輸関係法人企業年金基金
日本酒造企業年金基金
全国ホンダ販売企業年金基金
全国計機企業年金基金
全国建設企業年金基金
科学技術企業年金基金
ＪＭＳＡ福祉企業年金基金
群馬製造業関連企業年金基金
住宅産業企業年金基金
新潟県病院企業年金基金
宅建企業年金基金
出版企業年金基金

法人番号
法人番号5700150001383
法人番号1700150069697
法人番号8700150006826
法人番号1700150005685
法人番号2700150068509
法人番号6700150004402
法人番号3700150072369
法人番号1700150072511
法人番号9700150073510
法人番号5700150078224
法人番号5700150078975
法人番号1700150074169
法人番号2700150074399
法人番号3700150073796
法人番号3700150073276
法人番号7700150005449
法人番号3700150020047
法人番号7700150078230
法人番号4700150073242
法人番号2700150075793
法人番号6700150076557
法人番号9700150004201
法人番号9700150004457
法人番号6700150066863
法人番号9700150011016
法人番号7700150003527
法人番号5700150068010
法人番号4700150002911
法人番号3700150075339
法人番号4700150069059
法人番号1700150003474
法人番号5700150004519
法人番号2700150005511
法人番号5700150006787
法人番号7700150079501
法人番号5700150079346
法人番号5700150004618
法人番号9700150079730
法人番号8700150020050
法人番号9700150079549
法人番号7700150076580
法人番号2700150076222
法人番号7700150006785

所在地
東京都千代田区四番町5-3
東京都品川区西五反田1-27-6
東京都文京区湯島3-31-6
東京都新宿区若葉1-5
東京都中央区日本橋本町4-1-1
東京都中央区京橋2丁目4番12号
東京都港区赤坂5丁目1番31号
東京都中央区八丁堀1丁目9番8号
東京都墨田区両国３－２１－１６
東京都千代田区神田須田町1-18-6
東京都中央区日本橋人形町3丁目3番10号
東京都台東区台東4丁目17番2号
東京都中央区新川1丁目5番13号
東京都千代田区岩本町2-15-10
埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目12番1号
東京都港区芝大門1丁目1-30
東京都港区新橋2丁目1番3号
群馬県前橋市千代田町1丁目7番4号
東京都中央区日本橋小網町9-9
東京都千代田区神田小川町3丁目3番2号
東京都中央区日本橋室町4丁目6番2号
栃木県宇都宮市馬場通り4丁目3番7号
東京都中央区新川2丁目5番6号
東京都中央区新富2-2-7
東京都八王子市高倉町9番1号
東京都八王子市高倉町9番1号
東京都千代田区東神田2-5-15
東京都港区六本木3丁目1-30
東京都千代田区麹町4-4-3
東京都渋谷区恵比寿1-5-6
新潟県新潟市中央区女池南1丁目2番13号
東京都千代田区内神田1丁目15番11号
東京都港区芝公園二丁目4番1号
東京都港区西新橋1丁目6番15号
東京都文京区大塚2丁目1番9号
東京都千代田区一番町19
東京都港区赤坂4丁目1番4号
東京都港区西新橋3丁目23番11号
東京都墨田区両国四丁目30番7号
群馬県前橋市表町2丁目2番6号
東京都新宿区山吹町11-1
新潟県新潟市中央区上大川前通六番町1178番地１
東京都千代田区岩本町2丁目6番3号
東京都千代田区神田神保町1丁目32番地

サイエンスプラザ1階

全国クリーニング会館
加島商館ビル4F
第6セイコービル4Ｆ

第一谷ビル5階
日本橋TECビル9階
偕楽ビル5階

東和ビル2階
芝NBFタワー1階

小網町安田ビル3階
菱華ビル5階
包装機械会館6階

住友生命東神田ビル3F
ABビル6F
ピネックス麹町4階

千代田西井ビル
芝パークビルＢ館2階
全国農業共済会館
金属プレス会館8階
測量年金会館5F

※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

名
称
東京実業企業年金基金
パン企業年金基金
長野県病院企業年金基金
MIL-AI企業年金基金
日本工作機械関連企業年金基金
自動車振興会企業年金基金
日本機械設計業企業年金基金
東京タクシー企業年金基金
トープラ企業年金基金
成田国際空港企業年金基金
群馬県トラック企業年金基金
長野県機械工業企業年金基金
そくりょう＆デザイン企業年金基金
労働者健康安全機構企業年金基金
全国農協関連企業年金基金
日本自動車部品工業企業年金基金
民間放送企業年金基金
電子回路企業年金基金
茨城県医療機関企業年金基金
彩企業年金基金
全日本冠婚葬祭互助会企業年金基金
関東電気工事業企業年金基金
神奈川産業企業年金基金
東京金属事業企業年金基金
東日本紙器企業年金基金
労働関係法人企業年金基金
全国鐵構工業企業年金基金
酒フーズ企業年金基金
日本高速道路企業年金基金
水資源機構企業年金基金
船員保険会企業年金基金
ウシオ電機企業年金基金
東京化粧品企業年金基金
日本産業機械工業企業年金基金
日本ＬＰガス企業年金基金
神奈川県医療福祉企業年金基金
倉庫業企業年金基金
埼玉県医師会企業年金基金
東京都私的病院企業年金基金
全国労働衛生機関企業年金基金
全国産業資源循環企業年金基金
弁理士企業年金基金
全国情報サービス産業企業年金基金
高圧ガス溶材企業年金基金
千葉県日産自動車企業年金基金
小売・サービス業企業年金基金
文教関係団体企業年金基金

法人番号
法人番号2700150076536
法人番号5700150081384
法人番号8700150021866
法人番号9700150003046
法人番号6700150077720
法人番号5700150077721
法人番号7700150082199
法人番号3700150082228
法人番号1700150082196
法人番号6700150015358
法人番号7700150084526
法人番号6700150021868
法人番号8700150005687
法人番号5700150082853
法人番号1700150003516
法人番号3700150005510
法人番号3700150002929
法人番号9700150084276
法人番号2700150083425
法人番号3700150083457
法人番号7700150082678
法人番号1700150082568
法人番号6700150083248
法人番号4700150082210
法人番号3700150082723
法人番号8700150082850
法人番号1700150083475
法人番号8700150082669
法人番号4700150083043
法人番号9700150083815
法人番号3700150085098
法人番号6700150013139
法人番号5700150083678
法人番号3700150084422
法人番号8700150086298
法人番号9700150011949
法人番号6700150003965
法人番号8700150016817
法人番号7700150006983
法人番号9700150084359
法人番号5700150084486
法人番号3700150085585
法人番号7700150084451
法人番号4700150003463
法人番号6700150014921
法人番号1700150086197
法人番号1700150005883

所在地
東京都中央区東日本橋3-10-4
埼玉県新座市野火止5-2-13
長野県松本市本庄1丁目3番12号
東京都千代田区九段北1丁目14番19号
東京都港区芝公園3丁目5番8号
東京都港区虎ノ門1-8-11
東京都中央区日本橋大伝馬町14-1
東京都千代田区九段南4-8-13
東京都中央区東日本橋1-5-13
千葉県成田市古込字古込1番地1
群馬県前橋市野中町595
長野県松本市大手3-6-20
東京都新宿区山吹町11番地1
東京都千代田区神田須田町1-2
東京都千代田区内神田2丁目11番4号
東京都港区高輪1丁目16番15号
東京都千代田区紀尾井町3番23号
東京都杉並区西荻北3丁目12番2号
茨城県水戸市南町2丁目6番13号
埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目3番地
東京都墨田区両国3丁目25番5号
埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目10番5号
神奈川県川崎市川崎区東田町8番地
東京都千代田区岩本町1-11-11
東京都墨田区東駒形1-16-1
東京都千代田区神田須田町1丁目2番
東京都中央区新川2-6-8
東京都中央区新川1丁目8番16号
東京都千代田区紀尾井町3番12号
埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号
神奈川県横浜市青葉区元石川町6409
東京都千代田区二番町9番地6
東京都港区西新橋2-6-1
東京都港区新橋5丁目12番1号
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地
東京都中央区日本橋大伝馬町6番7号
埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目5番1号
東京都文京区湯島3-13-8
東京都品川区東大井5-12-10
神奈川県横浜市中区山下町194地
東京都港区西新橋3-6-10
東京都中央区築地4-1-14
東京都千代田区内神田3丁目13番4号
千葉県千葉市美浜区新港184
東京都文京区湯島3-21-10
東京都新宿区市谷田町二丁目１番３号

乳業会館
機械振興会館内
住友生命大伝馬町ビル3階
自動車会館内
群馬県トラック総合会館内

自動車部品会館6階
文藝春秋西館6階

パレール三井ビルディング8階

YHビル4F
紀尾井町ビル11階

小川ビル
露月町ビル3階
住長第２ビル２階
湯島不二ビル８階
横浜ニューポートビル7Ｆ
マストライフ西新橋ビル7階
東陽ビル4階
市谷東ビル７階
※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

名
称
東日本電機流通企業年金基金
前田道路企業年金基金
鉄リサイクル企業年金基金
建築士事務所企業年金基金
神奈川県食品製造企業年金基金
福祉はぐくみ企業年金基金
電子情報技術産業企業年金基金
日本ケーブルテレビ企業年金基金
屋外広告ディスプレイ企業年金基金
全国不動産業企業年金基金
東京都電設工業企業年金基金
東京薬業企業年金基金
日本赤十字社企業年金基金
日本機械土工企業年金基金
日本税理士企業年金基金
ファナック企業年金基金
経済産業省関係公益法人企業年金基金
報道事業企業年金基金
全国農薬業企業年金基金
日本金型工業企業年金基金
情報通信設備企業年金基金
外食産業ジェフ企業年金基金
フジ企業年金基金
KOKUSAI ELECTRIC企業年金基金

法人番号
法人番号6700150085748
法人番号4700150085725
法人番号1700150007244
法人番号3700150087235
法人番号1700150089150
法人番号2700150090438
法人番号5700150089535
法人番号7700150007214
法人番号2700150090000
法人番号5700150005533
法人番号2700150009124
法人番号3700150089082
法人番号7700150090739
法人番号8700150007080
法人番号4700150091509
法人番号8700150091232
法人番号4700150004726
法人番号9700150092089
法人番号2700150016830
法人番号9700150092527
法人番号3700150091963
法人番号7700150093460
法人番号8700150094301
法人番号2700150093886

所在地
東京都江東区毛利2丁目6番5号
東京都江東区枝川2-13-1
東京都台東区蔵前1-7-7
東京都品川区西五反田2-29-11
神奈川県横浜市西区高島2-12-6
東京都新宿区天神町８
東京都千代田区岩本町3-5-5
東京都台東区浅草橋3-1-1
東京都千代田区内神田1-15-11
東京都港区新橋1-15-7
東京都新宿区大久保２丁目８番３号
東京都中央区日本橋小舟町13-7
東京都港区芝大門１－１－３
東京都台東区東上野５－１－８
東京都品川区大崎１－１１－８
南都留郡忍野村忍草字古馬場3580
港区芝公園3-5-22
中央区築地7-6-1
埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－１
東京都文京区湯島２丁目３３番１２号
東京都豊島区巣鴨１－２４－１２
東京都港区浜松町１－２９－６
東京都港区台場２－４－８
東京都小平市御幸町３２

アイランドビル8階

ユニゾ岩本町三丁目ビル

ＨＫビル5階

※ 法人番号については、国税庁ホームページから転載
(令和元年7月11日現在)

